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令和元年度 地域連携活動 
⽇時 場所 ⾏事名 出席教員等 

2015/4/1〜 
福⼭⼤学社会連携推進セ
ンター 

認定こどもえん つくし ⾚澤淳⼦教授他 

2018/4/1〜 Ｒｉｍふくやま 備後圏域発達⽀援研究会 
⽇ 下 部 典 ⼦ 教 授
他 

2018/4/1〜 福⼭市すこやかセンター ⺟⼦事業発達相談 ⽇下部典⼦教授 

2018/4/1〜 福⼭市医師会館 
福⼭・府中地域保健対策協議会「うつ・⾃殺対策医療
連携協議会」 

⽇下部典⼦教授 

2018/4/1〜 福⼭市⼩中学校 巡回指導 ⽇下部典⼦教授 
2018/4/1〜 福⼭市保健センター 福⼭市障がい者地域⾃⽴⽀援協議会 ⽇下部典⼦教授 
2018/9/8〜 府中市教育委員会 府中市教育⽀援委員会 ⽇下部典⼦教授 
2019/3/1〜 府中市⽴図書館 府中市⽴図書館運営委員会 ⻘⽊美保教授 

2019/4/1 
NHK ⽂化センター福⼭
教室 

もう⼀度学びたい⻄洋史⼊⾨ 村上亮講師 

2019/4/1 岡⼭県警察学校 岡⼭県警察 刑事任⽤科教養 ⼤杉朱美講師 

2019/4/1 
公益財団法⼈ 中国地域
創造研究センター 

研究開発・事業化⽀援事業 中国地域質感⾊感研究会 宮崎由樹准教授 

2019/4/1 兵庫県警察学校 兵庫県警察 刑事任⽤科教養 ⼤杉朱美講師 
2019/4/1 広島県警察学校 広島県警察 取調べ技能専科教養 ⼤杉朱美講師 
2019/4/1 福⼭市 福⼭市⺠病院臨床研究部倫理審査委員会 岩本博⾏教授 
2019/4/1 福⼭⼤学 受動喫煙防⽌に関するポスター等の掲⽰ 杉原成美教授他 
2019/4/1 岡⼭⼤学 ⼤國家⽂書調査 柳川真由美講師 

2019/4/1 
広島県運転免許センター
他 

広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等法定
講習 

宮崎由樹准教授 

2019/4/1 
広島県運転免許センター
他 

広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等法定
講習 

⼤杉朱美講師 

2019/4/13 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 

2019/4/20 松永はきもの資料館 
松永はきもの資料館⾒学（「松永に学ぶ産業と⽂化」
の⼀環） 

鶴崎健⼀教授 

2019/4/20 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭定例会 ⾹川直⼰教授 
2019/4/22 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース書類審査 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/4/22 福⼭市役所 福⼭市グローカル⼈材育成事業推進協議会総会 ⾜⽴浩⼀教授 

2019/4/26 
国⼟交通省福⼭河川国道
事務所 

包括連携協約に関わる委託研究（芦⽥川関連）打合せ 仲嶋⼀教授 

2019/4/26 福⼭市役所 多⽂化共⽣のための地域連携懇話会 早川達⼆教授他 
2019/5/1 ⻄部市⺠センター ⻄部市⺠⼤学 短編⼩説を読む ⻘⽊美保教授 
2019/5/11 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース⾯接審査 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/5/11 府中市⽂化センター他 府中☆産業博 2019 ３学科教員 
2019/5/11 ㈱ハローズ本部 令和元年度ハローズ財団奨学⽣選考委員会 ⼩林正和教授 
2019/5/12 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭定例会 ⾹川直⼰教授 
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2019/5/16 神⽯⾼原町役場 神⽯⾼原町チャレンジ基⾦理事会 ⼩林正和教授 
2019/5/18 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 2019 年度 浅⼝市国際交流協会総会 早川達⼆教授 
2019/5/24 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ合同企業説明会 津⽥将⾏講師他 

2019/5/25 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン 2019 中四国地区技術教育Ⅰ ⾹川直⼰教授他 

2019/5/25 
福⼭市かんなべ市⺠交流
センター 

6 ⼤学エクステンション連携会議 都祭弘幸教授他 

2019/5/28 福⼭市保健所 令和元(2019)年度第１回ふくやま健康⾷育市⺠会議 杉原成美教授 

2019/5/28 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会第１回運営委
員会 

⾹川直⼰教授 

2019/5/29 岡⼭県⽴⼤学 OPU フォーラム 2019 中村雅樹助教 
2019/6/1 福⼭市 今津ホタルの⼣べ 岩本博⾏教授 
2019/6/1 福⼭市 本郷川サミット 岩本博⾏教授 
2019/6/3 福⼭市⽴済美中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/6/6 広島県福⼭庁舎 薬物乱⽤防⽌教室のノウハウ ⽯津隆教授 
2019/6/9 福⼭商⼯会議所 ⽇商簿記検定試験監督 ⼩林正和教授 
2019/6/12 福⼭⼤学薬学部 第 27 回 広島びんごフィジカルアセスメント研究会 杉原成美教授他 
2019/6/14 福⼭市⽴向丘中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/6/14 福⼭市役所 福⼭市防災会議 宮内克之教授 
2019/6/15 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 

2019/6/17 福⼭⼤学 栄養相談室 
⽯ 井 ⾹ 代 ⼦ 教 授
他 

2019/6/21 福⼭市⽴誠之中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/6/22 社会連携推進センター 第 1 回市⺠フォーラム ⻄彰⼦准教授他 

2019/6/22 福⼭駅前 
街頭啓発活動（熱中症予防のリーフレット＋アメニ
ティ配り） 

井 ノ 内 直 良 教 授
他 

2019/6/22 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン 2019 中四国地区技術教育Ⅱ ⾹川直⼰教授他 

2019/6/24 神辺本陣 広島県重要⽂化財神辺本陣調査（受託研究） 柳川真由美講師 

2019/6/26 フクイク２１メール会議 
令和元(2019)年度フクイク２１メール会議第 12〜24
回 

杉原成美教授 

2019/6/26 福⼭市ものづくり交流館 2019 年度 福⼭⼤学研究成果発表会 全学⾏事 
2019/6/28 ⾦江町公⺠館 防災講演 仲嶋⼀教授 
2019/6/28 広島県福⼭庁舎 芦⽥川タイムライン 仲嶋⼀教授 
2019/7/1 兵庫県警察本部 刑事部科学捜査研究所客員研究員 ⼤杉朱美講師 

2019/7/1 福⼭市保健所 
令和元(2019 年度第 1 回ふくやま健康⾷育市⺠会議
部会会議 

杉原成美教授 

2019/7/6 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア広島ブロック福⼭体験会 1 ⽇⽬ ⾹川直⼰教授 
2019/7/7 福⼭市 今津地区⾃治会連合 本郷川掃除 ⽣物⼯学科教員 

2019/7/7 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ロボカップジュニア広島ブロック福⼭体験会 2 ⽇⽬ ⾹川直⼰教授 
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2019/7/8 福⼭市⽴今津⼩学校 サイバー防犯教室 ⼤杉朱美講師他 
2019/7/11 ふくやま美術館 ふくやま美術館及びふくやま書道美術館運営委員会 柳川真由美講師 
2019/7/12 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース実務者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/7/16 藤井川 ⻄藤保育所 藤井川での川遊び 佐藤淳准教授 
2019/7/17 神⽯⾼原町役場 神⽯⾼原町総合戦略会議 ⼩林正和教授 
2019/7/21 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭定例会 ⾹川直⼰教授 
2019/7/25 福⼭⼤学⼯学部 府中市⽴明郷中学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 

2019/7/26 福⼭駅前 
街頭啓発活動（⾷中毒予防のリーフレット＋アメニ
ティ配り） 

井 ノ 内 直 良 教 授
他 

2019/7/29 笠岡市役所 令和元年度笠岡市施策評価委員会 ⼩林正和教授 
2019/7/29 福⼭⼤学⽣命⼯学部 北⽊島活性化ミーティング 仲嶋⼀教授 
2019/8/3 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース壮⾏会 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/8/3 福⼭市ものづくり交流館 夏休みものづくりフェスタ ⾹川直⼰教授 
2019/8/4 広島県⺠⽂化センター こども宇宙アカデミー スペシャル講演会 関⽥隆⼀准教授 
2019/8/5 福⼭⼤学 福⼭⼤学⽣対象「全天候型 屋上デザインコンペ」 都祭弘幸教授 

2019/8/6 福⼭⼤学 夏休みこども建築模型教室 
佐 々 ⽊ 伸 ⼦ 准 教
授他 

2019/8/6 福⼭⼤学 教員免許更新講習（教育の最新事情） ⼤塚豊教授他 

2019/8/6 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会第２回運営委
員会 

⾹川直⼰教授 

2019/8/7 ⽵原市役所 令和元年度⽵原市⽔道審議会 ⼩林正和教授 
2019/8/7 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津⽥将⾏講師他 

2019/8/8 
備後地域を中⼼とする企
業 

BINGO OPEN インターンシップ 津⽥将⾏講師他 

2019/8/9 福⼭⼤学 教員免許更新講習 中尾佳⾏教授他 
2019/8/10 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 
2019/8/22 福⼭⼤学⼯学部 チャレンジウイーク福⼭（⼤成館中学校⽣徒受⼊） ⾹川直⼰教授 
2019/8/24 内海⽣物資源研究所 第２回「しまなみゼミ」 佐藤淳准教授 
2019/8/24 福⼭市⺠参画センター ⽂学講演会 井伏鱒⼆について ⻘⽊美保教授 
2019/8/25 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭定例会 ⾹川直⼰教授 

2019/8/27 福⼭市保健所 
令和元(2019)年度第２回ふくやま健康⾷育市⺠会議
（フクイク２１） 

杉原成美教授 

2019/8/27 
広島市平和記念公園レス
トハウス 

現場⾒学会 都祭弘幸教授 

2019/8/28 井原市役所 令和元年度井原市⾏政改⾰審議会 ⼩林正和教授 
2019/8/28 尾道市 尾道市⽂化財保護委員会 藤原美樹教授 
2019/8/29 笠岡市役所 令和元年度笠岡市施策評価報告書 市⻑答申 ⼩林正和教授 
2019/8/29 福⼭⼤学 夏休み⼦どもお料理教室 ⻄彰⼦准教授他 
2019/8/29 福⼭⼤学⼯学部 東部⼯業技術センター打合せ・学内研究施設⾒学 仲嶋⼀教授 
2019/8/30 福⼭市役所 ⽂化財保護審議委員会 柳川真由美講師 
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2019/9/18 
福⼭⼤学内海⽣物資源研
究所 

尾道市環境学習推進事業 ふるさと海辺教室 ⽔上雅晴講師他 

2019/9/19 
福⼭市まなびの館ローズ
コム 

広島県⻘年中央会 婚活イベント 運動会企画 ⼩林正和教授 

2019/9/20 三原市中央公⺠館 福⼭⼤学公開講座（市⺠対象） 猿橋裕⼦准教授 
2019/9/20 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津⽥将⾏講師他 
2019/9/25 福⼭⼤学⼯学部 如⽔館中学校 3 年⽣⾒学会 ⾹川直⼰教授 
2019/9/26 神村公⺠館 第 6 回神村歴史散策ウオーク実⾏委員会 杉原成美教授 
2019/9/26 福⼭市⽴済美中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/9/29 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭講習会・定例会 ⾹川直⼰教授 
2019/10/1 NHK ⽂化センター福⼭ ⼤⼈の教養としての⻄洋史⼊⾨ 村上亮講師 
2019/10/4 福⼭市⽴誠之中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/10/5 芦⽥川⾒る視る館他 芦⽥川⾒学ツアー（ふくやま環境⼤学⾏事に同⾏） 鶴崎健⼀教授 

2019/10/5 尾道グリーンヒルホテル 
⽇本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度対象研
修会 

杉原成美教授他 

2019/10/5 福⼭⼤学 1 号館 福⼭⼤学公開講座（市⺠対象） 猿橋裕⼦准教授 

2019/10/6 
神⽯⾼原町下豊松鶴岡⼋
幡神社 

下豊松鶴岡⼋幡神社秋季⼤祭への参加 ⼩林正和教授 

2019/10/11 福⼭市⽴向丘中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/10/13 福⼭⼤学 ボッチャ体験会 野⽥光太郎講師 

2019/10/13 
三原市⼤和町元和⽊中学
校 

広島県⻘年中央会 婚活イベント 運動会企画 ⼩林正和教授 

2019/10/18 福⼭⼤学 ⻄藤保育所 ⼤学の畑で芋ほり 秦野琢之教授他 
2019/10/19 リム 7 階 デザイン談話室（備後地場産業振興センター) 張楓教授 

2019/10/19 福⼭⼤学⼯学部 
今津学区こども会おもしろ理科教室−福⼭⼤学へ⾏
こう− 

⾹川直⼰教授 

2019/10/20 福⼭市リサイクルプラザ スイゲンゼニタンゴの啓発展⽰ 真⽥誠⾄講師 
2019/10/20 福⼭市リサイクルプラザ ふくやま環境フェスタ 2019 出前⽔族館 ⽔上雅晴講師 
2019/10/26 広島⼯業⼤学 ⽇本インテリア学会⼤会 藤原美樹教授 
2019/10/26 福⼭⼤学（三蔵祭） N たま 焼き芋販売会 菊⽥安⾄教授他 
2019/10/27 ビックローズ（福⼭市） 健康ふくやま 21 フェスティバル 2019 杉原成美教授他 
2019/10/27 福⼭⼤学 10 号館前 薬物乱⽤防⽌啓蒙活動 ⽯津隆教授他 
2019/10/28 福⼭⼤学⼯学部 福⼭市⽴東村⼩学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 
2019/10/29 ふくやまふれ愛ランド 2019 年度ふれ愛ランド祭り ⼩林正明講師 
2019/10/30 福⼭市⽴福⼭⾼等学校 学問探究講座 菊⽥安⾄教授 
2019/11/1 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース実務者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/11/2 ふくやま⽂学館 ⽂化フォーラム 柳川真由美講師 
2019/11/3 福⼭⼤学⼯学部 道上⼦ども会理科教室 ⾹川直⼰教授 

2019/11/8 福⼭東警察署 
福⼭東警察署サイバー攻撃対策ネットワーク連絡会
講演 

中道上准教授 
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2019/11/9 福⼭⼤学 1 号館 
201９年度第 1７回 広島県⾼校⽣英語スピーチコン
テスト 

中尾佳⾏教授 

2019/11/9 
福⼭⼤学社会連携センタ
ー 

びんご圏域連携グローバル⼈材育成事業 ⼤城朝⼦講師 

2019/11/9 宮地茂記念館 第 2 回市⺠フォーラム 
⽥ 中 信 ⼀ 郎 教 授
他 

2019/11/10 福⼭市役所 福⼭防災⼤学 宮内克之教授 
2019/11/11 福⼭市ふれ愛ランド ふれ愛ランドまつり ⽥中聡准教授 
2019/11/11 福⼭⼤学宮地茂記念館 中国・四国インターンシップフォーラム 前⽥吉広講師他 
2019/11/13 福⼭⼤学薬学部 第 28 回 広島びんごフィジカルアセスメント研究会 杉原成美教授他 
2019/11/16 福⼭市ものづくり交流館 じばさんフェア 2019 4 学科教員 
2019/11/16 福⼭⼤学薬学部 卒後教育研修会 猿橋裕⼦准教授 
2019/11/17 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア福⼭講習会・定例会 ⾹川直⼰教授 
2019/11/18 井原市役所 令和元年度井原市⾏政改⾰審議会 市⻑答申 ⼩林正和教授 
2019/11/18 福⼭⼤学⼤学会館 ⾬展 あらぶる⾬・めぐみの⾬ 真⽥誠⾄講師 

2019/11/19 
社会福祉法⼈ゼノ少年牧
場あかつき 

サイバー防犯教室 ⽫⾕陽⼦助⼿ 

2019/11/19 城北中学校 喫煙・飲酒・薬物防⽌教育講演 鶴崎健⼀教授 
2019/11/20 福⼭⼤学薬学部 第 29 回 広島びんごフィジカルアセスメント研究会 杉原成美教授他 

2019/11/20 福⼭⼤学薬学部 
令和元年度広島びんごフィジカルアセスメント研修
会 

杉原成美教授他 

2019/11/21 府中市 府中市男⼥協働社会づくり協議会 藤原美樹教授 
2019/11/23 神辺本陣 ボランティアガイドのための説明会 柳川真由美講師 
2019/11/24 福⼭⼤学薬学部 第 5 回健康サポートフェア 杉原成美教授他 
2019/11/25 府中市環境整備課 府中市環境審議会 ⼭⽥明准教授 
2019/11/27 三原市⽴宮浦中学校 薬物乱⽤防⽌教室 ⽯津隆教授 
2019/11/29 岡⼭県⽴⼤学 IEEE HISS 仲嶋⼀教授 
2019/11/29 福⼭市⽴新市中央中学校 薬物乱⽤防⽌に関する劇 ⽯津隆教授他 

2019/11/30 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

シンポジウム：福⼭⼤学読書推進システム「注⽂の多
い図書館」検証 

⽵盛浩⼆准教授 

2019/11/30 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 津⽥将⾏講師他 
2019/12/1 LAODI（ラオス） LAODI でのラム酒づくりの研修 秦野琢之教授他 
2019/12/1 東村⼩学校 かかし祭り・展⽰ 菊⽥安⾄教授 

2019/12/3 福⼭市ものづくり交流館 
備後圏域におけるベンチャー創出⽀援業務 研究テ
ーマ発表会 

菅原聡准教授 

2019/12/4 福⼭⼤学 広島県総合技術研究所打合せ・学内研究施設⾒学 仲嶋⼀教授 

2019/12/4 川崎医科⼤学 
川崎医科⼤学 KMS メディカル・アーク 2020 with 
MTO 

道原明宏教授他 

2019/12/6 福⼭⼤学 広島⼤学附属福⼭⾼等学校 情報交換会 平伸⼆教授他 

2019/12/9 福⼭⻄警察署 
福⼭⻄警察署サイバー攻撃対策ネットワーク連絡会
講演 

中道上准教授 
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2019/12/14 
岡⼭県浅⼝市健康福祉セ
ンター 

浅⼝市国際交流協会クリスマスパーティー 早川達⼆教授 

2019/12/14 松永はきもの資料館 
「松永に学ぶ産業と⽂化」・「備後に学ぶ地域の課題」
合同成果発表会 

鶴崎健⼀教授 

2019/12/16 福⼭市⽴多治⽶⼩学校 出張授業 ⾹川直⼰教授 

2019/12/19 JR 福⼭駅周辺 
街頭啓発活動（インフルエンザ予防予防のリーフレ
ット＋アメニティ配り） 

井 ノ 内 直 良 教 授
他 

2019/12/23 広島県⽴神辺⾼等学校 薬物乱⽤防⽌教室 ⽯津隆教授 

2020/1/7 福⼭市保健所 
令和元(2019)年度第 2 回ふくやま健康⾷育市⺠会議
部会会議 

杉原成美教授 

2020/1/8 福⼭市 福⼭市環境審議会 藤原美樹教授 
2020/1/18 福⼭暁の星⼩学校 薬物乱⽤防⽌教室 ⽯津隆教授 
2020/1/21 福⼭市役所 令和元年度 第 1 回 廃棄物減量等推進審議会 鶴崎健⼀教授 
2020/1/22 広島県⽴尾道北学校 薬物乱⽤防⽌に関する劇 ⽯津隆教授他 
2020/1/23 福⼭市役所 60 会議室 近未来技術地域実装協議会 ⾹川直⼰教授 

2020/1/23 福⼭市役所 60 会議室 
先端技術によるまちづくり官⺠協議会 第 4 回運営
委員会 

⾹川直⼰教授 

2020/1/24 福⼭商⼯会議所 福⼭商⼯会議所議員協議会講話 張楓教授 
2020/1/26 特別⽀援校しまなみ分校 しまなみ分校との交流学習 真⽥誠⾄講師 

2020/1/26 
広島県⺠⽂化センターふ
くやまホール 

⾷育講演会（講師・牧野直⼦⽒） 杉原成美教授 

2020/1/26 
広島県⺠⽂化センターふ
くやまホール 

第 16 回ヘルシーメニューコンテスト 杉原成美教授 

2020/1/27 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース実務者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2020/2/2 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 

2020/2/2 
福⼭すこやかセンター多
⽬的ホール 

禁煙⽀援講演会及び”STOP たｂこ！川柳”優秀作品
授賞式 

杉原成美教授 

2020/2/3 福⼭市役所 福⼭市上下⽔道局建物診断改修 都祭弘幸教授 

2020/2/7 福⼭市保健所 
令和元(2019)年度第 3 回ふくやま健康⾷育市⺠会議
（フクイク２１） 

杉原成美教授 

2020/2/12 加茂⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育講演 鶴崎健⼀教授 
2020/2/12 広島県庁 ⽂化財保護審議委員会 柳川真由美講師 
2020/2/12 福⼭市中央図書館 福⼭地区消防組合個⼈情報保護審議会 藤原美樹教授 
2020/2/12 福⼭市中央図書館 福⼭地区消防組合情報公開審査会 藤原美樹教授 
2020/2/13 富⼭県教育⽂化会館 電気学会計測研究会 仲嶋⼀教授 
2020/2/14 福⼭市役所 福⼭市屋外広告物審議会 都祭弘幸教授 

2020/2/15 
府中市 桜が丘グランド
多⽬的広場 

第 11 回 全⽇本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 府
中 

⼩林正明講師他 

2020/2/17 
リム・ふくやまスカイホ
ール 

トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース募集説明会 ⾜⽴浩⼀教授 

2020/2/19 笠岡市役所 令和元年度かさおかブランド認定委員会 ⼩林正和教授 
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2020/2/21 福⼭市⽴宜⼭⼩学校 喫煙防⽌教育（講義） 坂根 洋講師 

2020/2/26 
福⼭⼤学社会連携推進セ
ンター 

2019 年度第 9 回経済学研究会 早川達⼆教授 

2020/2/27 福⼭⼤学 栄養相談室 
久 保 ⽥ み ど り 准
教授他 

2020/3/5 
国⼟交通省福⼭河川国道
事務所 

包括連携協約に関わる委託研究（芦⽥川関連）報告会 仲嶋⼀教授 

2020/3/11 笠岡市役所 令和元年度かさおかブランド認定報告書 市⻑答申 ⼩林正和教授 
2020/3/13 ⻄藤保育所 ⻄藤保育所との交流学習 真⽥誠⾄講師 
2020/3/26 笠岡市役所 令和元年度笠岡市観光振興ビジョン策定委員会 ⼩林正和教授 
2020/3/28 芦⽥川丸川分⽔⼯ スイゲンゼニタナゴの産卵⺟⾙等⽣息調査 真⽥誠⾄講師 

 


